
　三原商工会議所（以下「本所」）の議員は、令和元年10月31日をもって任期が満了になり、改選となります。
　このため、８月から10月にかけて常議員会、部会総会を開催し、新議員の選任を行っています。商工会議所議員は、
商工業者を代表して、商工会議所の事業運営に関与し、地区内における商工業の総合的な改善発達を図る事業の推進役
となって、地域における商工業の振興と地域社会の発展にご尽力いただく重要な役割を担っています。

３号議員は、会頭が常議員会の同意を経て選任する議員です。（定数11名）
８月21日（水）開催の常議員会の決議により、次の方が選任されました。

２号議員は、部会から選出され、各業界の代表となる議員です。（定数26名）
本所は５つの部会を設けており、８月28日（水）から９月４日（水）までに各部会総会を開催し、次
の方が選任されました。（各部会の２号議員の定数は、会員数と会費口数を按分し決定します。）

３号議員

２号議員

※商工みはら９月号にて３号議員選任の会社名を掲載しましたが、職務を行う方が決まりましたので紹介します。

イオンリテール㈱イオン三原店 店長 辰巳　　聡
今治造船㈱広島工場 常務取締役 檜垣　睦也
山陽建設㈱ 代表取締役 深山　隆一
しまなみ信用金庫 理事長 安原　　稔
㈱醉心山根本店 代表取締役会長 山根　秀朋
㈱中国銀行三原支店 支店長 田中　　智

㈱DNPファインオプトロニクス 執行役員･総務部長 新井　行夫
㈱広島銀行三原支店 支店長 松原　真児
㈱古川製作所 取締役総務部長 槇田　聖二
三菱重工業㈱三原製作所 所長 松浦　義郎
㈱レニアス 代表取締役会長 前田　　導
 ※50音順・敬称略

販売商業部会 　５名

イワタニ山陽㈱三原支店 常務取締役 國丸　信夫
㈱ダルマシード 代表取締役 沖藤　詳造
中国電力㈱尾道営業所 副所長 磨平　泰治
㈱フジフジグラン三原 店長 下瀬健太郎
丸果三原合同青果㈱ 代表取締役 松浦　宏樹

生産工業部会 　５名

㈱共立機械製作所 代表取締役 池内　義隆
㈱八天堂 代表取締役 森光　孝雅
広島ガス㈱備後工場 工場長 梶原　　淳
富士金属工業㈱ 代表取締役 大目木康行
三好印刷㈱ 代表取締役 三好　康莊

建設部会 　５名

㈱赤石硝子建材 代表取締役 赤石　靖久
㈱アカリ工業 代表取締役 赤利　俊彦
㈱住創 代表取締役 後藤　和之

㈱嵩心 代表取締役 原　　隆之
藤井建設㈱ 取締役社長 藤井　秀哉

サービス部会 　９名

㈱アポロ 取締役 地浦　信一
㈱エヌワイティグループ 代表取締役 本田　信司
㈱サービスセンター 取締役会長 伊達　和仁
㈱浜吉 取締役 神原加奈子
水兼勇人税理士事務所 所長 水兼　勇人
㈱三原国際ホテル 代表取締役 弓場　秀俊
三原テレビ放送㈱ 統括部長 勝村　祥治
㈱三原美装社 代表取締役 藤原　聖士
渡辺土地建物㈲ 専務取締役 渡辺　康博

運輸車輛部会 　２名

㈱鈴鹿組 代表取締役 藤田　恭士
田中運輸㈱ 代表取締役会長 田中　綜一
 ※各部会50音順・敬称略

アクセスしてください　　　　　　　　　　三原商工会議所　URL　http://www.mhr-cci.or.jp　　E-mail　info@mhr-cci.or.jp

【2面】工業・環境エネルギー委員会懇談会
【5面】時代を読み解くツボ
【8面】第５回働き方改革実践認定企業

【3面】＜消費税＞初めての簿記セミナー
【6面】三原地域連携推進協議会だより

【4面】相談所コーナー
【7面】第16回浮城まつり

今 月 の 内 容

三原商工会議所報

第629号
令和元年10月1日発行

第27期三原商工会議所議員改選　２号議員選任第27期三原商工会議所議員改選　２号議員選任
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　本所生産工業部会（大目木康行部会長）では、会員事業所
の自社経営の参考にするとともに、部会員相互の親睦を図
るため、９月11日（水）にベンダ工業㈱（東広島市）と㈱三宅
本店（呉市）への視察見学会を開催しました。（参加者10名）
　ベンダ工業㈱は、2018年度に世界一の生産量を誇ったリ
ング製品を生産しています。冷間または熱間圧延する独自
のベンダ工法により材料の無駄を省き、環境にも良い製造
技術を確立しています。八代社長より会社概要等のご説明
をいただき、工場にて製造工程を見学しました。また、海
外拠点設立時のお話や女性が働きやすい環境作りへの取組
みについて意見交換を行うことも出来ました。
　千福醸造元㈱三宅本店の「酒工房せせらぎ」は、中国地
方の酒造工場としては初の見学ルートを設けられています。
お酒の充填やラベル貼り、
箱詰めなどロボットによる
一連の作業や徹底された品
質管理の現場を見学しまし
た。
　昼食時には懇親会を行
い、部会員同士の交流を深
めることができました。

　本所工業・環境エネル
ギー委員会（川口和弘委
員長）では、エネルギーと
環境問題について研修す
るため、大崎クールジェ
ン㈱（大崎上島町）を視察
しました。（参加者15名）
　大崎クールジェン㈱は、平成21年に中国電力㈱と
電源開発㈱が国の助成事業として、石炭ガス化燃料
電池複合発電と二酸化炭素（CO2）の分離・回収技術を
組み合わせた革新的な「低炭素石炭火力発電」の実
証実験を行っています。資源をほとんど持たない日本
にとって、エネルギー問題と環境問題の両方を解決す
る夢の技術です。
　石炭は、石油や天然ガスと比べ、埋蔵量が豊富で
低価格で安定供給が見込まれる資源です。しかし、一
方で地球温暖化の原因とされるCO2の排出量がほかの
化石燃料と比べても多いことが課題となっています。
　地球温暖化対策の鍵となる石炭火力発電からのCO2
排出量の削減に国家プロジェクトとして取り組む当施
設を視察し、エネルギーと環境について改めて考える
機会となりました。

　本所工業・環境エネルギー委員会（川口和弘委員長）で
は、９月19日（木）相談役議員との連携による意見交換会、
視察研修を開催しました。（参加者９名）
　今回は、㈱古川製作所にご協力いただき、雇用の取り
組みや今後の事業展開などについて伺うとともに、組立
などが行われている工場を視察しました。
　同社は、昭和21年に食品製造業を開業、戦後、食料
品の保存技術がなく廃棄する以外手段がなかった時代に
「もったいない」「なんとかしたい」という思いから、合
成樹脂フィルムの進化も後押しし、国産初の真空包装機
の開発に取り組まれました。現在では、食品包装機械の
分野では約40％のシェア持ち、農業分野や医療機器の分
野へも販路を広げられています。

　営業から設計、製造、
納品まで、一貫して行い、
特に設計では、3DCADを
使用し、わかりやすく顧
客の要望をカタチにされ
ており、納品後のメンテ
ナンスは、24時間体制で
対応されています。
　従業員の方は、三原市、尾道市や最近は東広島市から
も通勤されています。新規雇用に関しては、就職サイト
も利用されながら全国から求人を募っておられます。
　視察終了後、食事をとりながら意見交換を行い、委員
相互の親睦も図ることができました。

生産工業部会視察見学会工業・環境エネルギー委員会視察研修

工業・環境エネルギー委員会

ベンダ工業㈱、㈱三宅本店を視察大崎クールジェン㈱を視察

相談役議員である㈱古川製作所と雇用の取り組み等について意見交換
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　本所では、９月５日
（木）と６日（金）の２日間
「簿記の基本と帳簿をつ
けてみよう」と題し、弥
生会計公認インストラク
ター 水兼香苗氏を講師
に招き、簿記の基本知識

や振替伝票の書き方や現金・預金出納帳の書き方など、実務に
沿った内容を学習しました。（参加者22名）
　帳簿をつけることは、お金の動きを把握し自社の経営状態を
知ることにつながります。参加者の中には、これから起業する
ために学びにきたと言われる方もおられました。
　また、10月からは、「消費税軽減税率制度」が導入されるこ
とから、経理担当者の日常処理業務の負担が増えることが予想
されています。
　そこで、記帳の基礎を理解し、会計ソフトを利用することで
事務の煩雑化を軽減することが可能となります。
　11月には、会計ソフトを使用した記帳についての講習会を開
催しますので、是非ご参加ください。

　本所観光・交通委員会
（水兼勇人委員長）では、
三原臨空商工会と協力
し、９月５日（木）～９月
17日（火）の期間中、広島
市中区本通にある広島県
アンテナショップ「ひろ
しま夢ぷらざ」において、
三原市内の特産品を集めた「三原特産品フェア」を開催しました。
　本所からは会員事業所11社(商品61種類)が出展し、三原の名
物である各種たこ製品、饅頭、煎餅などの定番商品や、工芸品
など多くの品々を展示委託販売し、三原の特産品を広くPRしま
した。
　本フェアは、毎年９月期に開催しています。「夢ぷらざ」が
本通りに立地していることもあり、いろいろな層のお客様が来
店するため、例えば、期間中に実施できる店頭販売を活用して、
インバウンド向けの商品のテスト販売を行うことも可能です。
　来年も同時期に開催する予定ですので、是非、貴社商品PRや
販売促進、販路拡大にご活用ください。

　第11回目をむかえた「三原まちゼミ体験講座」
を８月に終えて結果検証会を行いました。
　まず「まちゼミ」とは何かといいますと、お店
の人が講師となり専門店ならではの専門知識や情
報、コツなどを参加者に紹介する街の中のゼミ
ナールで、略して「まちゼミ」です。よって商品
ではなく、自分を売り込み、ファンになってもら
う。その分野に関心を持ってもらう。新しいお客
様を増やし、その結果の先の売上げの向上等が狙
いとなります。
　検証会では、参加者を対象としたアンケート結
果をもとに参加者で分析を行いました。まちゼミ
をどこで知られましたか？という回答は折込みチ
ラシが最も多く、次いで家族・知人、Facebook
の順でした。参加した方の年齢層は、50～60代、
30～40代の女性が５割でした。今後開催して欲し
い講座としては、料理グルメ、手芸クラフト、健
康が最も多く、美容やスポーツ、音楽、写真、グ
リーンフラワー、暮らし、住居等の回答も多くあ
りました。中には応急処置の方法や資産形成・相
続、お片付け講座、望遠鏡の作り方、効率よく勉
強するための方法など色々なものに興味があるこ
とがわかりました。
　三原まちゼミは、来年２月に第12回を予定して
います。自社でまちゼミを開催してみたいと思っ
た事業所様は、三原商工会議所青年部会まで、お
問い合わせください。

～第11回三原まちゼミを終えて～

　青年部会の会議は、どなたでも自由に参加
できます。青年部会の活動に興味がある方は、
ぜひ一度ご参加ください。詳しくは、本所青
年部会HPをご覧ください。
■URL　https://www.mhr-cci.or.jp/yeg/

㈱イズタコンサルタント
　泉田 義博 さん

～簿記の基本と帳簿をつけてみよう～

夢ぷらざ みはら特産品フェア

＜消費税＞初めての簿記セミナー開催

三原からたこ製品等61種類の商品を出展PR！
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※ 事前予約制ですので、電話等で本所経営指導課ま
でお問合せください。

　産業財産権制度（特許・実用新案・意匠・商標）に
詳しい相談担当者が、個別でご相談に応じます！！

毎月第4木曜日に開催

秘密厳守

日　　時：10月24日（木）13：00～17：00
場　　所：三原商工会議所  1F会議室 三原市本町3丁目15－7

TEL64－8383
ヤッサヤッサ

公益財団法人ひろしま産業振興機構 社労士による労働関係･年金･後見制度無料相談会
広島県よろず支援拠点 出張相談会のご案内 「社労士制度推進月間」社会貢献事業

相 談 所 コ ー ナ ー

　「広島県よろず支援拠点」では、中小企業・小規模事業
者の皆様の売上拡大、経営改善など、経営上のあらゆる
お悩みの相談に対応しています。
　この度、三原商工会議所にて、出張相談会を開催させ
ていただきますので、是非ともご利用ください。専門ス
タッフによる適切な解決方法をご提案いただけます。
　ご相談は、１社１時間程度の個別相談会です。

日　時：令和元年10月30日（水）10：00～17：00
場　所：三原商工会議所
お問合せ・お申込み先：
　公益財団法人 ひろしま産業振興機構
　広島県よろず支援拠点
　TEL:082-240-7706　FAX:082-249-3232
　URL:https://www.hiwave.or.jp/event/19286/

　この度、広島県社会保険労務士会三原支部のご協力
により、労働関係・年金・後見制度無料相談会を開催
します。
　年金・解雇・パワハラ・賃金・就業規則・マイナンバー、
このようなことでお悩みはないですか？
　社労士が相談員となり、年金・健康保険・労働基準
法などに関する相談に無料で対応します。各種助成金
の制度についての相談にも応じます。
　事前申込は不要ですので、ご都合の良い時間にお越
しください。

日　時：10月18日（金）10：00～16：00
場　所：三原商工会議所　1F　相談室
お問合せ：松尾事務所　TEL 0848-63-5825

　平成31年度本所会費・特定商工業者負担金につきまし
て、「納付書による振込」を指定されている事業所の皆様
には、先般「納入通知書」をご送付しています。
　つきましては、所定の金融機関によるお振込み、または、
本所までご持参により、10月31日（木）までにご納入いた
だきますようお願いいたします。

　・しまなみ信用金庫
　・広島銀行
　・中国銀行
　・もみじ銀行
　・広島県信用組合
　・呉信用金庫

平成31年度会費ご納入のお願い

　製造業の盛んな三原市。機械や食品といった幅
広い「ものづくり」が市内では日々行われており、
日本中や世界各地に供給されています。
　三原商工会議所では、工場見学を受け入れてい
ただける事業所を募集しています。
　受け入れ可能な事業所はご連絡ください。
　詳細はHPをご覧ください。
http://www.mhr-cci.or.jp 
/sangyokanko/
担当：生産工業部会
　　　太田まで

三原商工会議所では、
工場見学受け入れ可能な
事業所を募集しています!

取扱金融機関
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本文の閲覧を希望される会
員の方はお申し出ください。
紙媒体を送付させていただ
きます。

1966年生まれ。1989年東京大学
法学部卒業。1993年東京大学大
学院法学政治学研究科修士課程
修了。2016年ハーバード大学経
営大学院AMP（上級マネジメン
トプログラム）修了。日本興業
銀行調査部などを経て、2007年
大和総研入社。2014年同社・常
務執行役員チーフエコノミスト。
2015年より現職。財務省、総務
省、内閣官房、内閣府、参議院
などの公職を歴任。2011年より
株式会社財界研究所「財界賞・
経営者賞」選考委員会　選考委
員。テレビ東京「ワールドビジ
ネスサテライト」レギュラーコ
メンテーターとしても活躍中。

熊谷　亮丸／くまがい・みつまる

株式会社 大和総研
常務執行役員 調査本部副本部長 チーフエコノミスト

役所に提出する書類についての
ご相談や代行は

東宏樹行政書士事務所 検索
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㈱まちづくり三原からのお知らせ 第８回
　㈱まちづくり三原では、民間企業のノウハウを生かした中心市
街地のマネジメントや施設整備など、公共性の高い事業を通じて、
にぎわいと魅力ある「まちなか」の創造を目ざします。 統括マネージャー　滝口　隆久 氏

　中心市街地の強みや魅力を活かし、エリア内の空き
家・空き店舗を活用し魅力ある起業プランを考える「ま
ちを変える・愛するリノベーション実践塾」を、９月１
日（日）三原市役所において開催しました。（参加者25名）
　この塾は、９月から３月まで８回にわたり講師より
起業プランの考え方を学び、各チームのメンバーが力
を合わせて起業プランを練り空き家空き店舗のリノ
ベーション案を検討します。まちを元気にしたい、魅
力ある店舗の起業プランを考え実現したい、市民・訪
れる人が楽しめる場所を作りたい等、三原のまちを魅
力的に楽しくしたいという思いを持つ方が多く参加を
しておられます。

　初日は、本町・城町・港町の５物件を各チーム５人の
メンバーでまちを歩き、対象物件の調査を行い強みや
魅力を探り、何ができるか、顧客は誰か、ニーズは何
かを考え起業プランのコンセプト等を話し合いました。
　第２回目は、チームで話した内容を基に各自の思い
をコンセプトシートにまとめます。具体的に何を行い、
強み、魅力を活かしたコンセプト等を検討し起業プラ
ン案を作成します。それをチームで話し合い魅力的な
チームの案として詳細を検討、ブラッシュアップして
いきます。
　魅力的な案により、まち・通り・対象物件が輝き、人々
が集まり楽しむことを目指して塾は続きます。

まちを変える・愛する
リノベーション実践塾開催

三原地域連携推進協議会だより（構成団体：市・本所・県立広島大学等）
URL:http://www.mhr-cci.org/renkei/ お問合せ ☎62－6155  担当／實廣

コーディネータ
が行く！  vol.11  

県立広島大学 2019年度重点研究事業成果報告会 開催

　県立広島大学では、８月22日（木）・27日（火）の２日間、
2019年度重点研究事業成果報告会が開催されました。
　「重点研究事業」は、研究活動の活性化を図るとともに、
県の行政施策や地域の振興に積極的に貢献することを目
的に毎年実施されています。今回は、平成30年度に行われ
た「重点研究事業」の成果を広く県民の皆様に知っていた
だくとともに、県立広島大学の研究開発シーズの公開を通
じて地域との連携拡大を図るため、開催されました。
　三原キャンパスにある保健福祉学部では、22日（木）に
右記の４テーマについて報告があり、大学と地域が連携
し地域課題解決に取り組まれた成果や、近年注目を集め
ているエゴマ油の老化抑制作用等について拝聴しました。

　参加者からは、「県立広島大学の取り
組みを知るチャンスがなかなか無いの
で、良い機会になった。」「三原に県立大
学三原キャンパスがあるのは大きな強み。今後行政等と
連携していただき、三原市民の健康増進と住み良さに繋
がる活動をお願いしたい。」などの意見をいただきました。
当協議会では、「産学技術交流相談室」を開設しておりま
すので、お気軽にご利用ください。
【地域課題解決研究】
研究代表：人間福祉学科 講師 手島 洋 氏
テ ー マ： ｢地域福祉カルテ｣ を活用した住民主体の地域

福祉活動支援策の計画化の研究
研究代表：理学療法学科 教授 島谷 康司 氏
テ ー マ： 現子育て世代の生活様式・ニーズも包含し身

近な地域で応援する尾道版子育て方式の提案
研究代表：理学療法学科 講師 積山 和加子 氏
テ ー マ： 住民主体で展開する介護予防事業のボランティ

アの有効性と自助・互助の関係性に関する研究
【学長プロジェクト】
研究代表：看護学科 准教授 加藤 洋司 氏
テ ー マ： 広島県産エゴマ油の成分分析及び安定供給技

術の検討ならびに生理学的機能における疫学
的調査の継続

産学官連携コーディネーター　大塚 彰
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広島支社　三原営業所
〒723-0052 三原市皆実4-8-1 三原商工会議所ビル
TEL 0848-62-6993

　“瀬戸内みはら 美味し
いMARKEEE(t)”は、地
元素材にこだわった飲食
店を中心としたローカル
フードマーケットです。
　今年は、三原駅前噴水
広場および駅前商店街を会場として開催することが決定
しました。是非、瀬戸内の特産品をふんだんに使用した
各種メニューをお楽しみください！
開催日時：10月６日（日）10：00～15：00
開催場所：三原駅前噴水広場・マリンロード（駅前商店街）

　10月20日（日）、「ひろしま空の日2019ふれあい秋まつり」
が開催されます。詳しくは下記ホームページをご覧くだ
さい。
■日　　時：10月20日（日）
　　　　　　10：00～15：00
■場　　所：広島空港及び
　　　　　　広島空港周辺地域
■メイン会場：広島空港ビルソラミィ広場
■Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.city.mihara.hiroshima.jp/
　　　　　　soshiki/21/fureai-akimatsuri.html
■お問合せ：ひろしま空の日2019ふれあい秋まつり
　　　　　　実行委員会（TEL：67-6011）

今年も開催します‼
瀬戸内みはら 美味しい MARKEEE(t)

西野川

文

小早川甲冑部隊練り歩き
日時：３日（日）　12時30分～

JR三原駅

ミニ新幹線に乗ろう
日時：２日（土）・３日（日） 10時～12時
 14時～16時

三原城跡歴史公園（メインステージイベント）
２日  9 ：00 安芸本郷太鼓
（土）  9 ：30 隆景音頭
 10：00 KAKU書実行委員会による
  大筆パフォーマンス
 13：30 大和神楽の公演
 15：50 三原やっさ踊り振興協議会による
  三原やっさ踊りの披露
 16：40～17：30
  北広島町・戸谷神楽団の夜神楽
３日  9 ：00 安芸ひろしま武将隊による演舞
（日） 10：40 大草神楽子ども研究クラブの公演
 11：40 みたか連による新流やっさ踊りの披露
 12：30 小早川甲冑部隊 勝鬨
 14：20 安芸ひろしま武将隊による
  パフォーマンスと撮影会
 16：30 閉会あいさつ

たこグルメ広場
日時：２日（土）・３日（日）　10時～17時

浮城茶会
日時：２日（土）　10時～15時

港湾ビル（港ステージ）
２日（土）18：00～20：00　ジャズナイト
３日（日）10：00～16：00　子ども広場

うきうき浮城市
日時：２日（土）・３日（日）　９時30分～16時
※マリンロードエリアでも開催

浮城広場（JRステージ）

第16回
三原浮城まつり三原浮城まつり三原浮城まつり

イベントは10月１日現在の予定です。諸事情により予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

ひろしま空の日2019ふれあい秋まつり
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■ 認定のお喜びの声をお聞か
せください。
　社会の少子高齢化が加速す
る中、魅力ある、ファーストコー
ルカンパニー“選ばれる”企業に
なる為には何をすれば良いの
かを考え、その中の１つが今回
の働き方改革の実践でした。弊
社社員の取組みが評価された
結果と受け止め、大変喜ばしく、
また嬉しく思います。

■御社では具体的に、どのように取り組まれていますか。
　ワークライフバランスを考慮し、残業をする必要がな
くなる仕組み作りから着手しました。作業の効率化をグ
ループ毎で考えて実践しています。効率化が顕著に現れ
る訳ではないのですが、協力し合い出来る事を確実に、
着実に増やしています。また、有休消化５日間の義務化
に無理なく対応する為、有休３日＋土日で構成する５連

続休暇を対象者全員が取得できる制度を始めました。こ
の制度により、人員配置の工夫や属人化作業の委託など
が自然にできるようになりました。
■今後の取り組みを教えてください。
　“働きやすさ”と“働きがい”を念頭におきながら、一層の
社員の資質向上と職場環境向上の為に、部内でのコミュ
ニケーションツールを活用し、協力体制を更に強化してい
く予定です。職歴の長短関係なく検査技術の向上を主と
する教育制度も強化していく必要がある為、試行錯誤はま
だまだ続きますが、新しい取組みに意欲的に挑戦していく
予定です。また、要望が高かった連続５日間の休暇を７日、
９日と増やしていく為には、取得は無理とは考えず社内で
何を、また何処を変革していけば良いかチーム一丸となっ
て考え、実行していく改革を推し進めていきます。

ご意見をお寄せください

発行所／三原商工会議所　　編　集／情報化委員会
　　　　〒723－8555　三原市皆実4丁目８－１
　　　　TEL 62－6155㈹　FAX 62－5900
印刷所／三好印刷株式会社　

　事業活動や取組み等につきまして、
皆様のご意見・ご要望をお寄せください。
【編集後記】
　すっかり秋の空気を感じる
季節になりましたね。
　先日、愛犬を連れて近所の
コスモス畑に行ってきました。
天気も良く、色とりどりのコスモスが
一面に咲き、とても美しい光景でした。
たまには、ゆったりとした休日を過ご
すのもいいものですね！ 砂谷

　10月１日より消費税率が10％となり、本所商業・まちづくり委員会（中
平信康委員長）では、家計への負担を緩和することを目的として、会員事
業所と連携したお得なイベントを10月１日～31日の期間中、実施します。
◆イベント概要
　期間中、参加店舗で食事や物品購入・サー
ビスを受け、税込500円の支払いごとにス
タンプカードに１個スタンプが押印され、
10スタンプ（5,000円以上）集めるごとに１
口景品に応募することができます。
◆イベント期間
　令和元年 10月１日（火）～31日（木）
◆参加店舗は40店舗！
　市内の小売・飲食・美容・サービスなど
多業種の店舗が参加します。
◆景品への応募方法
　必要口数のスタンプが集まったら、イオ
ン三原店およびフジグラン三原店のサービ
スカウンターに設置してある投函BOXもしくは参加店舗（一部）に住所・
氏名・連絡先・印象に残った店舗をスタンプカードにご記入の上、10月
31日までに応募してください。
◆６名様に抽選で当たる豪華景品はコチラ
　・旅行券（３万円分×１本、１万円分×１本）
　・フジグランで利用できる商品券（５千円分×２本）
　・うきしろWAONカード（５千円チャージ付×２本）
◆イベントの詳細はホームページをチェック！
　https://mhr-cci.or.jp/cci/katsudou/syouhizei-event/

三原で 買って･食べて･サービスを受けて 景品を当てよう
Let's市内消費！お得なキャッシュバックキャンペーン 10月から開催！ 令和元年10月１日から

時間額  871円になります。
（９月30日までは、844円でした。）
　広島県最低賃金は、広島県内で働く
すべての労働者に適用されます。年齢・
性別・雇用形態〔常用・臨時・パート・
アルバイトなど〕・支払形態〔月給・
日給・時給など〕の別を問いません。
■お問合せ
広　島　労　働　局　082-221-9244
三原労働基準監督署　0848-63-3939

広島県最低賃金改定のお知らせ

　令和元年９月５日(木)に、広島県商工会議所連合会及び広島県商工会連合会によって創設された「広島県働き
方改革実践企業認定制度」第５回認定授与式が開催され、新たに55社が認定されました。三原市内から、「テク
ノス三原㈱」が認定され、向田社長に認定のご感想と職場での取り組みを伺いました。

深山県連会頭より認定証を
受け取る向田代表取締役社長

広島県商工会議所連合会『広島県働き方改革実践企業認定制度』
「テクノス三原㈱」が認定

このポスターが目印

テクノス三原株式会社
所在地：三原市宮浦５丁目２-10　電話：0848-62-9223
ＵＲＬ：http://technos-mihara.co.jp/


